
JP 2015-503254 A 2015.1.29

10

(57)【要約】
　本発明は、対応する相手プラグコネクタを電磁的に接
続するための非接触プラグコネクタ及び非接触プラグコ
ネクタシステムに関する。電磁接続を可能とするために
、本発明は、非接触プラグコネクタの嵌合端内に配置さ
れて所定の搬送周波数で変調された電波の送信や受信す
る少なくとも１個のアンテナ部材と、入力されたベース
バンド入力信号を所定の搬送周波数に変調し且つ変調さ
れたベースバンド入力信号伝送するためや受信された電
波をベースバンド出力信号に復調するための送受信回路
を提供することを提案する。特に、非接触プラグコネク
タ及び非接触プラグコネクタシステムは、電磁接続が対
応する相手コネクタと確立されることができるように、
非接触プラグコネクタの嵌合端を相手コネクタの対応す
る嵌合端へ近接して固定するための固定部材を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対応する相手コネクタを電磁的に接続するための非接触プラグコネクタであって、
　前記非接触プラグコネクタは、
　前記非接触プラグコネクタの嵌合端内に配置され且つ所定の搬送周波数で変調された電
波の送信や受信をするように構成される少なくとも１個のアンテナ部材（１１０；１２０
）と、
　入力されたベースバンド入力信号を前記所定の搬送周波数へ変調し且つ前記変調された
ベースバンド入力信号を前記少なくとも１個のアンテナ部材のうちの１個のアンテナ部材
を介して送信するため、及び前記少なくとも１個のアンテナ部材のうちの１個のアンテナ
部材を介して受信された電波をベースバンド出力信号へ復調する送受信回路（１５５）と
、
　電磁接続が前記対応する相手コネクタとで確立されることができるように、前記非接触
プラグコネクタの前記嵌合端を前記相手コネクタの対応する嵌合端で固定するための固定
部材（１３５）と
を備える非接触プラグコネクタ。
【請求項２】
　前記固定部材は、前記非接触プラグコネクタの前記嵌合端の直径以下の距離許容範囲（
ｄ1）で前記非接触プラグコネクタの前記嵌合端を前記対応する相手コネクタに固定する
ように構成される請求項１に記載の非接触プラグコネクタ。
【請求項３】
　前記少なくとも１個のアンテナ部材及び前記送受信回路が取り付けられる印刷回路基板
（ＰＣＢ）（１０５）を更に具備し、
　前記ＰＣＢは、前記非接触プラグコネクタの前記嵌合端に近接して前記非接触プラグコ
ネクタ内に配置される請求項１又は２に記載の非接触プラグコネクタ。
【請求項４】
　前記少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテナ部材は、第１の所定の搬送周波数
で変調された電波を送信するように構成され、
　前記少なくとも１個のアンテナ部材の第２のアンテナ部材は、第２の所定の搬送周波数
で変調された電波を送信するように構成され、
　前記送受信回路は、
　入力されたベースバンド入力信号を前記第１の所定の搬送周波数へ変調し且つ変調され
た前記ベースバンド入力信号を前記第１のアンテナ部材を介して送信し、
　前記第２のアンテナ部材を介して受信された前記第２の所定の搬送周波数を有する電波
をベースバンド出力信号に復調するように構成され、
　前記２個のアンテナ部材を介して送信動作と受信動作との間の干渉なしに、同時の前記
送信動作と前記受信動作を可能とする請求項３に記載の非接触プラグコネクタ。
【請求項５】
　前記少なくとも１個のアンテナ部材は、前記所定の搬送周波数で変調された電波を送信
し且つ受信するように構成され、
　前記送受信回路は、送信動作と受信動作を同じアンテナ部材を介して前記送信動作と前
記受信動作との間の干渉なしに、択一的に（ｉ）入力されたベースバンド入力信号を変調
し且つ送信する、又は（ｉｉ）前記所定の搬送周波数を有する電波を受信し且つ復調する
ように構成される請求項３に記載の非接触プラグコネクタ。
【請求項６】
　前記ＰＣＢは、前記非接触プラグコネクタの前記嵌合端の断面を２個のセグメントに細
分割するように、前記非接触プラグコネクタ内に長手方向に配置され、
　前記少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテナ部材と第２のアンテナ部材は、前
記２個のセグメントの内の一方が前記第１の所定の搬送周波数で変調された電波を送信す
るように構成された前記第１のアンテナ部材を含み、前記２個のセグメントの内の他方が
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前記第１の所定の搬送周波数で変調された電波を受信するように構成された前記第１のア
ンテナ部材を含むように、前記ＰＣＢの両側に取り付けられ、
　前記送受信回路は、入力されたベースバンド入力信号を前記第１の所定の搬送周波数に
変調し且つ前記変調されたベースバンド入力信号を前記第１のアンテナ部材を介して送信
し、前記第２のアンテナ部材を介して受信された前記第１の所定の搬送周波数を有する電
波をベースバンド出力信号に復調するように構成される請求項３に記載の非接触プラグコ
ネクタ。
【請求項７】
　前記ＰＣＢは、前記第１のアンテナ部材から前記第２のアンテナ部材を遮蔽し、その逆
も同様であるように、前記第１のアンテナ部材と前記第２のアンテナ部材が取り付けられ
る前記ＰＣＢのエリアに導電性接地平面を実現する層（１１５）を含む請求項６に記載の
非接触プラグコネクタ。
【請求項８】
　前記ＰＣＢは、前記ＰＣＢの一部によって画定された平面が前記非接触プラグコネクタ
の前記嵌合端の前面に対して略平行であるように前記非接触プラグコネクタ内に配置され
、
　前記少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテナ部材と第２のアンテナ部材が、第
２の予め定義された距離（ｄ2）で前記ＰＣＢの前記一部に取り付けられ、
　前記第１のアンテナ部材は、第１の所定の搬送周波数で変調された電波を送信するよう
に構成され、
　前記第２のアンテナ部材は、前記第１の所定の搬送周波数で変調された電波を受信する
ように構成され、
　前記送受信回路は、入力されたベースバンド入力信号を前記第１の所定の搬送周波数へ
変調し且つ前記変調されたベースバンド入力信号を前記第１のアンテナ部材を介して送信
し、前記第２のアンテナ部材を介して受信された前記第１の所定の搬送周波数を有する電
波をベースバンド出力信号に復調するように構成される請求項３に記載の非接触プラグコ
ネクタ。
【請求項９】
　対応する相手コネクタへ電力を送信するためや対応する相手コネクタから電力を受信す
るための誘導結合部材（１２５；１３０）を更に具備し、
　前記誘導結合部材は、固定状態において、前記相手コネクタの対応する誘導結合部材と
誘電性ループを形成するように前記非接触プラグコネクタの前記嵌合端に配置される請求
項１乃至８のいずれか一項に記載の非接触プラグコネクタ。
【請求項１０】
　前記送受信回路は、前記誘導結合部材に接続される請求項９に記載の非接触プラグコネ
クタ。
【請求項１１】
　前記誘導結合部材は、
　所定の直径を有するコイル（１２５）と、
　Ｕ形状を有し、対応する相手コネクタへの電力の送信や電力の対応する相手コネクタか
らの受信を向上するように前記コイルを囲むように配置されたフェライト部材（１３０）
と
を含み、
　前記固定部材は、前記コイルの直径の２５％以下の横方向不整合許容範囲で前記非接触
プラグコネクタの前記嵌合端を前記対応する相手コネクタに固定するように構成される請
求項９又は１０に記載の非接触プラグコネクタ。
【請求項１２】
　前記非接触プラグコネクタはラジアルコネクタとして設けられ、
　前記固定部材は、前記非接触プラグコネクタが回転された状態で前記対応する相手コネ
クタに固定されることができるように構成され、
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　前記少なくとも１個のアンテナ部材は、円偏波を有する電波を送信や受信するように構
成される請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の非接触プラグコネクタ。
【請求項１３】
　前記少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテナ部材は、左回り偏波を有する電波
を送信するように構成され、
　前記少なくとも１個のアンテナ部材の第２のアンテナ部材は、右回り偏波を有する電波
を受信するように構成される請求項１２に記載の非接触プラグコネクタ。
【請求項１４】
　非接触プラグコネクタシステムであって、
　請求項１乃至１３の一項に記載の非接触プラグコネクタ及び対応する相手コネクタを備
え、
　前記固定状態では、前記非接触プラグコネクタの前記少なくとも１個のアンテナ部材は
、対応する相手コネクタとの電磁接続を可能とするように前記対応する相手コネクタに所
定の距離で固定される非接触プラグコネクタシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対応する相手コネクタに電磁的に接続するための非接触プラグコネクタに関
する。特に、本発明は、所定の搬送周波数の電波を送信や受信をするための送受信回路を
含む非接触プラグコネクタ及び非接触プラグコネクタシステムを提供する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、本発明は、データ伝送用の非接触プラグコネクタに関する。例えば、本発明
の非接触プラグコネクタは、公知の接続インターフェース規格、例えば、イーサネット、
ＵＳＢ、ＣＡＮ、ＩＯ－リンク及びＲＳ４８５に準拠することができる。或いは又は加え
て、本発明の非接触プラグコネクタは、とりわけ、ロボット、材料ハンドリングシステム
、射出成形装置、採鉱及び収穫装置及び搬送車両のような産業用装置のため、及びモバイ
ルフォーン、モバイル記憶ユニット、モバイル音楽プレーヤー、モバイル映像表示装置、
のようなポータブルデータ処理装置のため、即ち不良環境の影響下でのデータ及び電力接
続を可能にするために利用されることができる。
【０００３】
　産業用装置は、摩耗し裂けてこれらの装置の移動の自由を制限する回転を可能としない
、不良環境で動作するケーブル及びコネクタにしばしば依存している。
【０００４】
　ポータブルデータ処理装置は、過去には、疑似固定ラップトップコンピュータから室内
使用および屋外使用を可能とするモバイル装置まで展開していた。可搬性のために、モバ
イル装置は携行され、それによって不良環境の影響、例えば、ごみ、埃、湿度、雨、酸性
液、熱、冷気、衝撃及び機械的ストレスに曝される。これに関して、モバイル装置の外側
と内側の境界に配置されるモバイル装置のコネクタは、新たに多様化された動作環境への
適合が求められる。
【０００５】
　長期にわたって、プラグコネクタは電気コネクタとして実現されており、プラグコネク
タと対応する相手コネクタ、即ちレセプタクルコネクタとの間に電気接触が確立される。
【０００６】
　しかしながら、電気接続は２個の電気コンタクト間の直接接続に制限されており、コン
タクト間の不整合に関する許容範囲はあまり高くない。ごみ、埃、衝撃及び機械的ストレ
スは、プラグコネクタとレセプタクルコネクタとの電気接続の確立に悪影響を及ぼす可能
性がある。
【０００７】
　また、電気接続部は湿度に対して敏感であり、例えば、水のような雨が意図せずに電気
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コンタクトを短絡する可能性がある。更に、環境の影響は、接触表面を劣化させ、嵌合状
態におけるコネクタの導電性を低下させる可能性がある。
【０００８】
　従って、屋内動作環境には妥当である電気コンタクトは、より不良な環境の影響下で動
作できるポータブル装置にとって不利である。
【０００９】
　最近では、ワイヤレスインターフェースは、それらが電気接続に固有の不利を克服する
ので、モバイル装置にとって一般的になっている。電波は、直接接触（即ち、電気接続）
を必要としない。従って、モバイル装置は、適切な電波トランシーバモジュールをモバイ
ル装置のハウジングに組み込むように設計されている。特に、モバイル装置のハウジング
内のトランシーバモジュールと他の電気回路を封止することによって、不良な環境の影響
下でモバイル装置とのデータ接続を確立することもできる。
【００１０】
　しかしながら、ワイヤレス接続部は、電磁干渉によって悪影響を及ぼされる。一般的に
、電磁干渉は、大きな距離、例えば、２０～１００ｍにわたるワイヤレス接続に対して一
般的に用いられている。大きな距離をワイヤレス接続で架橋するために、ワイヤレストラ
ンシーバモジュールは、伝送電力を増加することによって適合されている。より高い伝送
電力によって大きな距離での受信が可能とされるが、同じ電磁接続を使用する同じタイプ
のモバイル装置同士間の相互電磁干渉は不都合である。
【００１１】
　これに関して、伝送制御プロトコルは、前記高伝送出力を使用する同じ周波数での同時
の複数の伝送を防止するために導入されている。しかしながら、伝送制御プロトコルを使
用するワイヤレス接続は、それらが高信号伝達及び処理オーバーヘッドを必要とするので
、電気接続にとっては不利である。更に、伝送制御プロトコルは、信号伝達及び処理オー
バーヘッドが接続に対して大きな遅延を追加することになるので、モバイル装置同士間の
透過型接続を提供できない。
【００１２】
　換言すれば、ワイヤレス接続の上述の不都合のために、屋内環境にとって、電気プラグ
コネクタは、透過型接続確立に関してより汎用的であると見做される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の根底にある目的は、不良環境の影響に対する感受性を低減して、それによって
例えば、腐食、擦過、接触力及びめっきのような電気コネクタの周知の不都合を克服する
非接触プラグコネクタを提案することである。
【００１４】
　本発明の他の目的は、従来必要であった接地ループ補償回路を排する接地接続を排除す
る非接触プラグコネクタを提案することである。
【００１５】
　本発明の更なる目的は、良好な信号品位を有する信頼性が高く堅牢なデータ接続性を確
保できる非接触プラグコネクタを提案することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　これらの目的の少なくとも一つは独立の請求項の主題によって解決される。有利な実施
形態は従属の請求項の対象となる。
【００１７】
　本発明の第１の態様は、対応する相手コネクタへの電磁接続を可能とする非接触プラグ
コネクタであって、その非接触プラグコネクタの嵌合端が前記対応する相手コネクタに近
接して固定される非接触プラグコネクタを提案することである。
【００１８】
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　電磁接続を行うために、前記非接触プラグコネクタは、電波の送信や受信のための少な
くとも１個のアンテナ部材を含む。その電波は、所定の搬送周波数で変調される。変調や
復調は前記非接触プラグコネクタに含まれる送受信回路によって実行される。
【００１９】
　変調のために、その送受信回路は、入力ベースバンド信号を受信し、その入力されたベ
ースバンド信号を所定の搬送周波数へ変換する。送信のために、変調された入力ベースバ
ンド信号は送受信回路によってその少なくとも１個のアンテナ部材へ提供される。復調の
ために、電波はその少なくとも１個のアンテナ部材のうちの１個を介して受信され、その
電波がベースバンド出力信号へ変換されて出力部へ提供される。
【００２０】
　この非接触プラグコネクタを対応する相手コネクタへ近接して固定するために、その非
接触プラグコネクタは、更に固定部材を含む。
【００２１】
　この固定部材は、対応する相手コネクタとの電磁接続が確立されることを可能とする。
【００２２】
　この固定部材は、対応する相手コネクタの各嵌合端と隣接するが両者の間のギャップを
許容するために非接触プラグコネクタの嵌合端を必要としない。従って、電磁接続はより
容易で且つより堅牢に確立されることができ、不良環境の影響下で接続性を提供する。
【００２３】
　本発明の一例示的実装によれば、対応する相手コネクタを電磁的に接続するための非接
触プラグコネクタが提供される。この非接触プラグコネクタは、本非接触プラグコネクタ
の嵌合端内に配置され且つ所定の搬送周波数で変調された電波を送信や受信するように構
成される少なくとも１個のアンテナ部材と、入力されたベースバンド入力信号を所定の搬
送周波数に変調し且つ前記変調されたベースバンド入力信号を前記少なくとも１個のアン
テナ部材のうちの１個のアンテナ部材を介して伝送するためや前記少なくとも１個のアン
テナ部材のうちの１個のアンテナ部材を介して受信された電波をベースバンド出力信号に
復調するための送受信回路と、電磁接続が前記対応する相手コネクタとで確立されること
ができるように前記非接触プラグコネクタの前記嵌合端を前記相手コネクタの対応する嵌
合端へ固定するための固定部材を備える。
【００２４】
　より詳細な実施形態によれば、前記固定部材は、前記非接触プラグコネクタの嵌合端の
表面の高さ以下の距離許容範囲（ｄ1）で前記非接触プラグコネクタの嵌合端を前記対応
する相手コネクタへ固定するように構成される。
【００２５】
　他のより詳細な実施形態において、前記非接触プラグコネクタは、更に、上に前記少な
くとも１個のアンテナ部材と前記送受信回路が取り付けられる印刷回路基板（ＰＣＢ）を
備える。このＰＣＢは、前記非接触プラグコネクタの嵌合端に近接して前記非接触プラグ
コネクタの嵌合端内に配置される。
【００２６】
　更により詳細な実施形態において、前記少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテ
ナ部材は、第１の所定の搬送周波数で変調された電波を送信するように構成され、且つ前
記少なくとも１個のアンテナ部材の第２のアンテナ部材は、第２の所定の搬送周波数で変
調された電波を受信するように構成され、及び前記送受信回路は、入力されたベースバン
ド入力信号を前記第１の所定の搬送周波数に変調し且つ前記変調されたベースバンド入力
信号を前記第１のアンテナ部材を介して送信し、且つ前記第２のアンテナ部材を介して受
信された前記第２の所定搬送周波数を有する電波をベースバンド出力信号へ復調するよう
に構成される。それによって、前記２個のアンテナ部材を介して同時の送信動作と受信動
作が両者の干渉なしで可能とされる。
【００２７】
　他のより詳細な実施形態に従って、前記少なくとも１個のアンテナ部材は、前記所定の
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搬送周波数で変調された電波を送信し且つ受信するように構成され、且つ前記送受信回路
は、前記送受信回路は、同じアンテナ部材を介して送信動作及び受信動作を可能にする予
め定義されたタイムスケジュールに従って送信動作と受信動作が互いに干渉しないように
、択一的に、（ｉ）入力されたベースバンド入力信号を変調して伝送し、又は（ｉｉ）電
波を受信し前記予め決定された搬送周波数で電波を復調するように構成される。
【００２８】
　他のより詳細な実施形態に従って、ＰＣＢは、前記非接触プラグコネクタの嵌合端の断
面を２個のセグメントに細分割するように前記非接触プラグコネクタ内に長手方向に配置
され、前記少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテナ部材と第２のアンテナ部材は
、好ましくは、前記２個のセグメントの一方が前記第１の所定の搬送周波数で変調された
電波を送信するように構成された第１のアンテナ部材を含み且つ前記２個のセグメントの
他方が前記第１の所定搬送周波数で変調された電波を受信するように構成された第２のア
ンテナ部材を含むように前記ＰＣＢの両側に配置される。送受信回路は、入力されたベー
スバンド入力信号を前記第１の所定の搬送周波数に変調し且つ前記変調されたベースバン
ド入力信号を前記第１のアンテナ部材を介して伝送し、且つ前記第２のアンテナ部材を介
して受信された前記第１の所定の搬送周波数を有する電波をベースバンド出力信号へ復調
するように構成される。
【００２９】
　更なるより詳細な実施形態において、ＰＣＢは、ＰＣＢのエリアに導電性接地平面を実
現する層を含む。接地平面では、前記第１のアンテナ部材を前記第２のアンテナ部材から
遮蔽し前記第２のアンテナ部材を前記第１のアンテナ部材から遮蔽するように、前記第１
のアンテナ部材と前記第２のアンテナ部材がＰＣＢの両側に取り付けられた、逆もまた同
様である。
【００３０】
　更に、より詳細な実施形態において、ＰＣＢは、そのＰＣＢの一部によって画定された
平面が前記非接触プラグコネクタの嵌合端の前面に略平行であるように非接触プラグコネ
クタ内に配置され、前記少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテナ部材と第２のア
ンテナ部材は、ＰＣＢの一部の第２の予め定義された距離（ｄ2）に取り付けられ、前記
第１のアンテナ部材は、第１の所定の搬送周波数で変調された電波を送信するように構成
され、前記第２のアンテナ部材は、前記第１の所定の搬送周波数で変調された電波を受信
するように構成され、且つ好ましくは、前記送受信回路は、入力されたベースバンド入力
信号を前記第１の所定の搬送周波数に変調し且つその変調されたベースバンド入力信号を
前記第１のアンテナ部材を介して伝送し、且つ前記第２のアンテナ部材を介して受信され
た前記第１の所定の搬送周波数を有する電波をベースバンド出力信号へ復調するように構
成される。
【００３１】
　他のより詳細な実施形態では、この非接触プラグコネクタは、対応する相手コネクタへ
電力を送信するためや相手コネクタから電力を受信するための誘導結合部材を備える。誘
導結合部材は、固定状態において相手コネクタの対応する誘導結合部材と誘導ループを形
成するように非接触プラグコネクタの嵌合端に配置される。
【００３２】
　より詳細な実施形態では、送受信回路は、前記誘導結合部材に接続される。
【００３３】
　更に詳細な実施形態に従って、誘導結合部材は、所定の直径を有するコイル及びＵ形状
の横断面を有し且つ対応する相手コネクタへの電力の送信や対応する相手コネクタからの
電力の受信を向上するようにこのコイルの回りに配置されたフェライト部材を含む。固定
部材は、コイルの直径の２５％以下の横方向の不整合の許容範囲で非接触プラグコネクタ
の嵌合端を対応する相手コネクタへ固定するように構成される。
【００３４】
　他の実施形態では、この非接触プラグコネクタは、ラジアルコネクタとして設けられ、
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固定部材は、この非接触プラグコネクタが回転された状態において対応する相手コネクタ
へ固定されることができるように構成され、前記少なくとも１個のアンテナ部材は、円偏
波を有する電波を送信や受信するように構成される。
【００３５】
　より詳細な実施形態では、前記少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテナ部材は
、左回り偏波を有する電波を送信や受信するように構成され、且つ、前記少なくとも１個
のアンテナ部材の第２のアンテナ部材は、右回り偏波を有する電波を送信や受信するよう
に構成される。
【００３６】
　本発明の更なる例示的実施形態は、先に記述された実施形態の一つに係る非接触プラグ
コネクタと、対応する相手コネクタとを備える非接触プラグコネクタシステムであって、
固定状態において、本非接触プラグコネクタの前記少なくとも１個のアンテナ部材が、対
応する相手コネクタとの電磁接続を可能とするように前記対応する相手コネクタに対して
所定の距離に固定される。
【００３７】
　添付の図面は、明細書に組み込まれ、本発明の幾つかの実施形態を示すために明細書に
一部を形成する。これらの図面は、明細書と共に本発明の原理を説明するのに役立つ。図
面は、本発明がどのように行われ且つ使用されるかの好適な及び他の例を示す目的のため
であり、図示され且つ記述された実施形態のみに本発明を限定するものとして解釈される
べきではない。更に実施形態の幾つかの態様は、本発明に従う解決策を個別に又は異なる
組合せで形成することができる。更なる特徴と利点は、添付の図面に示される本発明の種
々の実施形態の以下のより特定の記載から明らかとなり、図面中では、類似の参照符号が
類似の要素を指し、そこでは、
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の例示的実施形態に係る非接触プラグコネクタを概略的に示し、（Ａ）断
面図、（Ｂ）Ａ－Ａ線に沿うその例示的非接触プラグコネクタの横断面図である。
【図２】本発明の例示的実施形態に係る固定状態にある非接触プラグコネクタの印刷回路
基板と相手コネクタの対応する印刷回路基板を概略的に示し、（Ａ）断面図、（Ｂ）Ａ－
Ａ線に沿う非接触プラグコネクタの印刷回路基板の横断面図である。
【図３】本発明の他の例示的実施形態に係る固定状態にある非接触プラグコネクタの印刷
回路基板と相手コネクタの対応する印刷回路基板を概略的に示し、（Ａ）断面図、（Ｂ）
Ａ－Ａ線に沿う非接触プラグコネクタの印刷回路基板の横断面図である。
【図４】本発明の更なる例示的実施形態に係る固定状態にある非接触プラグコネクタの印
刷回路基板と相手コネクタの対応する印刷回路基板を概略的に示し、（Ａ）断面図、（Ｂ
）Ａ－Ａ線に沿う非接触プラグコネクタの印刷回路基板の横断面図、（Ｃ）本発明の図４
（Ａ）及び図４（Ｂ）の例示的実施形態に係る固定状態にある非接触プラグコネクタの印
刷回路基板と相手コネクタの対応する印刷回路基板の断面図、（Ｄ）Ａ´－Ａ´線に沿う
非接触プラグコネクタの印刷回路基板の横断面図である。
【図５】本発明の他の例示的実施形態に係る固定状態にある非接触プラグコネクタの印刷
回路基板と相手コネクタの対応する印刷回路基板を概略的に示し、（Ａ）断面図、（Ｂ）
Ａ－Ａ線に沿う非接触プラグコネクタの印刷回路基板の横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　図１（Ａ）を参照すると、本発明の例示的実施形態に係る非接触プラグコネクタの概略
図が示されている。更に、図１（Ｂ）は、Ａ－Ａ線に沿う図１（Ａ）の非接触プラグコネ
クタの横断面図を示す。
【００４０】
　この実施形態の非接触プラグコネクタは、公知の伝送規格、例えば、イーサネット、Ｕ
ＳＢ、ＣＡＮ、ＩＯ－リンク及びＲＳ４８５に準拠するデータ接続のために使用されるこ
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とができる。対応する相手コネクタは、プラグコネクタとして又はレセプタクルコネクタ
（即ち、ソケットコネクタ）として実現されることができる。
【００４１】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態の非接触プラグコネクタ１００は、少な
くとも１個のアンテナ部材１１０、任意ではあるが、第２のアンテナ部材１２０、及び送
受信回路１５５を備える。更に、図１は、ベースバンド入力信号の送受信回路１５５への
入力や送受信回路１５５から受信された電波信号の出力のための入出力部１４０を示して
いる。
【００４２】
　非接触プラグコネクタが構成される接続のタイプに依存して、入出力部１４０は、１以
上の入力信号や出力信号（単数又は複数）に適合されることができる。例えば、ＵＳＢ規
格は、１差動ワイヤ対を指定する。従って、ＵＳＢ接続に適する非接触プラグコネクタ１
００は、入出力部１４０として２本のワイヤを含む。
【００４３】
　本発明の非接触プラグコネクタ１００は、必ずしも双方向データ伝送コネクタではない
。本発明の他の実施形態によれば、非接触プラグコネクタは、少なくとも１個の入力部、
送信回路及びアンテナ部材を含み、他方、対応する相手コネクタは、少なくとも１個の出
力部、受信回路及びアンテナ部材を含んでいるだけであるか、その逆である。本発明に係
る非接触プラグコネクタのそのような具現化は、スピードが重視される伝送、高フェール
セーフ機器、又はコスト最適化のために有利である又は用途分野によっては必要である。
この実施形態の非接触プラグコネクタは一方向データ伝送のみを可能とする。
【００４４】
　送信動作については、ベースバンド入力信号は、入出力部１４０を介して図１（Ａ）及
び図１（Ｂ）に示される実施形態の非接触プラグコネクタ１００の送受信回路１５５へ入
力される。送受信回路１５５は、ベースバンド入力信号を所定の搬送周波数へ変調する。
その後、送受信回路１５５は、変調された入力信号を所定の搬送周波数の電波として放射
するように変調された入力信号をアンテナ部材１１０又は１２０に出力する。
【００４５】
　同様に、受信動作については、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態の非接触
プラグコネクタ１００の送受信回路１５５は、アンテナ部材１１０又は１２０を介して所
定の搬送周波数の電波を受信する。その後、送受信回路１５５は、受信した電波を復調し
て復調された電波を入出力部１４０へベースバンド出力信号として出力する。
【００４６】
　送受信回路１５５は、電波の変調動作や復調動作を実行するに過ぎない。このように、
非接触プラグコネクタ１００に導入された伝送遅延は非常に小さい。特に、送受信回路１
５５は、周知のワイヤレス伝送制御プロトコル、例えば、Ｗｉ－Ｆｉプロトコルスタック
に固有のデータ処理を実行しない。
【００４７】
　換言すれば、送受信回路１５５は、プロトコルスタック（即ち、Ｎｏ．ＯＳＩ２層や３
層）に準拠する間欠処理なしで入力された信号を直接に変調する。それによって、信号パ
スにおける遅延が回避されることができ、同時に、信号に対する透過性が提供される。信
号に対する透過性に起因して、「導電性ベース」のコネクタと同様に動作する非接触プラ
グコネクタと非接触態様でベースバンド信号を転送できる。
【００４８】
　有利なことに、非接触プラグコネクタ１００は、送受信回路１５５がベースバンド信号
を変調する又は復調する前に、例えば、送受信回路１５５の信号の要件事項に従うように
、例えば電圧レベルのスケーリングやベースバンド信号の電圧範囲のシフトとして入力信
号に対する信号変換を実行してもよい。
【００４９】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態の例示的具現化では、送受信回路１５５
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が入力ベースバンド信号を約６０ＧＨｚの搬送周波数へ変調するためや入力ベースバンド
信号を約６０ＧＨｚの搬送周波数から復調するために有利であることが証明されている。
６０ＧＨｚのＩＳＭ（産業用、科学用及び医療用）バンドは、非接触プラグコネクタ１０
０と対応する相手コネクタとの間の高速データ伝送を可能とし、且つデータ伝送に導入さ
れる遅延の量を約１０ｎｓに制限する。例えば、正確に６０．５ＧＨｚの搬送周波数を使
用することによって、５７乃至６４ＧＨｚバンド内で単一の搬送システムのバンド幅が最
大にされる。それによって、非接触プラグコネクタシステムは、例えばＵＳＢ規格で定義
された許容範囲に準拠する。更に、６０ＧＨｚのＩＳＭシステムは、データ伝送に利用さ
れることができる大きなバンド幅を提供する。有利なことに、６０ＧＨｚのＩＳＭバンド
と共に使用されるアンテナ部材のサイズも、アンテナの長さが波長に適合されるので、減
少する。
【００５０】
　信号伝送の成功のために、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態の非接触プラ
グコネクタ１００は、相手コネクタの対応する嵌合端に近接して非接触プラグコネクタの
嵌合端を固定するための固定部材を含む。固定状態において、対応する相手コネクタとの
電磁接続が確立されることや維持されることができる。
【００５１】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される例示的実施形態では、非接触プラグコネクタ１０
０は、固定部材としてねじ山１３５を含む。このねじ山１３５は、ねじ山１３５を相手コ
ネクタの対応する嵌合端へ螺合することによって非接触プラグコネクタ１００の嵌合端が
固定されることができる。非接触プラグコネクタ１００の嵌合端は、対応する相手コネク
タへ両者の嵌合端間に空間を持つように固定されることができる、即ち、両嵌合端は互い
に近接している。換言すれば、固定部材によって、非接触プラグコネクタの嵌合端が相手
コネクタの対応する嵌合端に当接することや直接物理的に接触することなく、非接触プラ
グコネクタが相手コネクタに固定されることができる。
【００５２】
　固定状態において、ねじ山１３５は、非接触プラグコネクタの嵌合端を相手コネクタの
対応する嵌合端に対して所定距離に維持するので、ねじ山１３５によって非接触プラグコ
ネクタの嵌合端と相手コネクタの対応する嵌合端との間の直接的物理的接触を必要とする
ことなく、非接触プラグコネクタと相手コネクタとの間の堅牢な電磁接続が可能とされる
。
【００５３】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示された実施形態の例示的具現化において、ねじ山１３５
は、約６ｍｍの距離ｄ1だけ非接触プラグコネクタの嵌合端から突出する。従って、ねじ
山１３５によって、可変間隔で、即ち、６ｍｍまでの距離許容（ｄ1）で、非接触プラグ
コネクタの嵌合端を相手コネクタの対応する嵌合端に対して固定することができる。同時
に、送受信回路１５５と少なくとも１個のアンテナ部材１１０，１２０は、非接触プラグ
コネクタが６ｍｍ迄の距離で対応する相手コネクタへ固定される時に、電磁接続を可能と
するように構成されることもできる。
【００５４】
　有利なことに、非接触プラグコネクタの固定部材によって、非接触プラグコネクタの嵌
合端が、所定の距離までの可変間隔で相手コネクタの対応する嵌合端へ固定されることが
できる。この所定の距離は、非接触プラグコネクタの嵌合端の表面の略直径に対応する。
換言すれば、固定部材は、非接触プラグコネクタの嵌合端の距離以下の距離許容範囲（ｄ

1）で非接触プラグコネクタの嵌合端を対応する相手コネクタに固定する。それによって
、電磁接続は、例えばごみ、埃、衝撃及び機械的ストレスのような不良環境の影響下のお
いても確立されることや維持されることができる。例えば、非接触プラグコネクタ１００
は、埃が非接触プラグコネクタ１００の嵌合端を覆う時でも対応する相手コネクタへ固定
されることができ、なお、両者間の電磁接続を可能とする。
【００５５】
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　その結果、固定部材の距離許容範囲のおかげで、即ち、非接触プラグコネクタ１００の
嵌合端と相手コネクタの対応する嵌合端との間の直接的物理接触を必要とすることなく、
この実施形態の非接触プラグコネクタ１００は、固定された状態において対応する相手コ
ネクタと動作可能である。
【００５６】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示された実施形態の例示的具現化において、ねじ山１３５
は、樹脂のような誘電材料から形成されるか或いは鉄や鋼のような導電性材料や磁性材料
から実現される。ねじ山１３５が導電性材料や磁性材料から実現される場合、ねじ山１３
５は、更に電磁接続部を外側の干渉から遮蔽する。
【００５７】
　本発明の他の例示的実施形態において、非接触プラグコネクタは、嵌合端に磁性固定部
材を含み、この磁性固定部材によって、相手コネクタの対応する嵌合端に近接して磁力に
よって非接触プラグコネクタの嵌合端を固定できる。更に、本発明の他の例示的実施形態
において、非接触プラグコネクタに含まれるゴム製スリーブによって、相手コネクタの対
応する嵌合端に近接して弾性変形によって非接触プラグコネクタの嵌合端を固定できる。
【００５８】
　本発明の更に他の実施形態によれば、非接触プラグコネクタは、固定部材として、非接
触プラグコネクタが対応する相手コネクタに近接して構造部材に固定できるねじを非接触
プラグコネクタの外側に含む。この実施形態では、構造部材は、相手コネクタの対応する
嵌合端に近接して非接触プラグコネクタの嵌合端を維持する。
【００５９】
　要約すると、対応する相手コネクタに近接して固定される非接触プラグコネクタのおか
げで、非接触プラグコネクタ１００のアンテナ部材１１０又は１２０によって送信される
電磁波は、対応する相手コネクタによって受信される。同様に、非接触プラグコネクタが
対応する相手コネクタに近接して固定されているおかげで、対応する相手コネクタによっ
て送信される電磁波は、非接触プラグコネクタ１００のアンテナ部材１１０又は１２０に
よって受信されることができる。従って、固定状態において、非接触プラグコネクタ１０
０は対応する相手コネクタに電磁的に接続可能である。
【００６０】
　固定部材によってアンテナ部材１１０又は１２０を収容する非接触プラグコネクタ１０
０と対応する相手コネクタとの間の所定距離までの可変間隔が可能となるが、小さな距離
によって非接触プラグコネクタ１００と対応する相手コネクタとの間の信号伝送品質が向
上する。これに関して、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示されるように、非接触プラグコネ
クタ１００の嵌合端内にアンテナ部材１１０又は１２０を配置することが好ましい。
【００６１】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態の非接触プラグコネクタ１００は、電磁
接続性のみに制限されない。図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態の非接触プラ
グコネクタ１００は、非接触プラグコネクタ１００と対応する相手コネクタとの間の電力
の伝送を可能とする。従って、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態の非接触プ
ラグコネクタ１００は、フル機能データと電力接続を実現でき、既知の伝送規格、例えば
、イーサネット、ＵＳＢ、ＣＡＮ　ＩＯ－リンク及びＲＳ４８５と互換性がある。
【００６２】
　このために、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非接触プラグコネクタ１００は、コイル１２
５及び任意ではあるがフェライト部材１３０を備える誘導結合部材を含む。誘導結合部材
は、送受信回路１５５を介して入出力部１４０に接続される。従って、入出力部１４０を
介して非接触プラグコネクタ１００に提供される電力は、誘導結合部材によって対応する
相手コネクタに伝送されることができる。或いは又はそれに加えて、対応する相手コネク
タから非接触プラグコネクタの誘導結合部材によって受け取られる電力は入出力部１４０
へ提供されることができる。
【００６３】
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　更に、送受信回路１５５の誘導結合部材と入出力部１４０への接続によって、電波を変
調し且つ送信することや電波を受信し且つ復調することのために送受信回路１５５がアン
テナ部材１１０又は１２０を介して少なくとも部分的に伝送された電力を使用することが
できる。
【００６４】
　より詳細には、誘導結合部材は、固定状態において、非接触プラグコネクタ１００の誘
導結合部材が相手コネクタの嵌合端内に対応する誘導結合部材と誘電ループを形成するよ
うに、非接触プラグコネクタ１００の嵌合端内に配置される。特に、非接触プラグコネク
タの嵌合端が相手コネクタの対応する嵌合端に近接して固定されていることのおかげで、
磁気回路（即ち、誘導ループ）が非接触プラグコネクタと相手コネクタとの間に固定状態
で提供され、低転送ロスで電力伝送を可能とする。
【００６５】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示されるように、非接触プラグコネクタ１００の誘導結合
部材のコイル１２５は、所定の直径を持つように構成される。非接触プラグコネクタのコ
イル１２５の直径は、固定状態において、相手コネクタへの低転送ロスでの電力伝送を可
能にするように、特に非接触プラグコネクタと対応する相手コネクタとの間で伝送される
電力の転送ロスを減少することを可能とするように予め決定され、固定部材１３５は、非
接触プラグコネクタの嵌合端の表面と対応する相手コネクタとの間の距離をコイル１２５
の直径ｄ3以下に制限するように構成される。換言すれば、非接触プラグコネクタ１００
の嵌合端のコイル１２５の寸法（即ち、直径ｄ3）に依存して、固定部材１３５は、非接
触プラグコネクタ１００の嵌合端の表面と対応する相手コネクタとの間により広い又はよ
り狭いギャップを可能とするように構成される。換言すれば、非接触プラグコネクタのコ
イル１２５の直径ｄ3は、非接触プラグコネクタの嵌合端が、固定状態において、相手コ
ネクタの対応する嵌合端に直接的物理接触にない場合でも、転送ロスを減少するように構
成される。図１（Ａ）から理解されるように、非接触プラグコネクタ１００の嵌合端の表
面は、コイル１２５の直径ｄ3に近似している。
【００６６】
　具体的には、非接触プラグコネクタ１００の誘導結合部材のコイル１２５の直径は、誘
導結合部材の磁界の方向性を決定する。高指向性（即ち、小さな横方向の広がり）を有す
る磁界は、非接触プラグコネクタの固定部材が、固定された状態において、非接触プラグ
コネクタの嵌合端と相手コネクタの対応する嵌合端との間の横方向不整合を防止する非接
触プラグコネクタの具現化において有利である。或いは、低指向性（即ち、高い横方向広
がり）を有する磁界は、非接触プラグコネクタの固定部材が、固定状態において、非接触
プラグコネクタの嵌合端と相手コネクタの対応する嵌合端との間の横方向不整合を許容す
る非接触プラグコネクタの具現化において有利である。
【００６７】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示されるように、しかしながら、非接触プラグコネクタの
誘導結合部材は、電力の伝送に最適なフェライト部材１３０を備えている。フェライト部
材１３０はＵ形状の横断面を有し、固定状態において、コイル１２５の磁界を相手コネク
タの方向へ向けて集中させるように、一側から非接触プラグコネクタのコイル１２５を囲
む非接触プラグコネクタの嵌合端内に配置される。非接触プラグコネクタのコイル１２５
を囲むことによって、フェライト部材は、対応する相手コネクタへの電力の送信や対応す
る相手コネクタからの電力の受信を向上させる。
【００６８】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態の例示的具現化のために、即ち、ねじ山
１３５によって６ｍｍまでの距離許容範囲（ｄ1）で非接触プラグコネクタの嵌合端を相
手コネクタの対応する嵌合端と固定することを可能にされる場合、非接触プラグコネクタ
のコイル１２５の直径とフェライト部材とは、６ｍｍまでの距離で、相手コネクタへの電
力の送信や相手コネクタからの電力の受信を可能とするように構成される。
【００６９】
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　実施形態のより詳細な具現化において、固定部材は、コイル直径の２５％以下の横方向
不整合で非接触プラグコネクタの嵌合端を対応する相手コネクタへ固定するように構成さ
れる。同時に、送受信回路１５５と少なくとも１個のアンテナ部材１１０，１２０は、非
接触プラグコネクタが、コイル直径の２５％以下の横方向不整合で相手コネクタへ固定さ
れる時に、電磁接続を可能とするようにも構成される。
【００７０】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態のこの例示的具現化において、非接触プ
ラグコネクタのコイル１２５の直径とフェライト部材１３０は、コイル直径の２５％以下
の横方向不整合で対応する相手コネクタへ固定される時に、相手コネクタへの電力の送信
や相手コネクタからの電力の受信を可能とするようにも構成される。
【００７１】
　本実施形態の他のより詳細な例示的具現化では、固定部材は、長手軸に関して１５°以
下の傾きの不整合許容範囲で非接触プラグコネクタの嵌合端を対応する相手コネクタへ固
定するように構成される。同時に、送受信回路１５５と少なくとも１個のアンテナ部材１
１０，１２０は、非接触プラグコネクタが長手軸に関して１５°以下の傾き不整合で対応
する相手コネクタへ固定される時に、電磁接続を可能とするように構成される。更に、非
接触プラグコネクタのコイル１２５の直径とフェライト部材１３０は、非接触プラグコネ
クタが対応する相手コネクタへ固定される時に、相手コネクタへの電力の送信や相手コネ
クタからの電力の受信を可能とするように構成される。
【００７２】
　非接触プラグコネクタ１００は、加えて、入出力部１４０と誘導結合部材との間で中間
電圧レギュレータを含むことができる。この中間電圧レギュレータは、誘導結合部材を介
する伝送のために有利な予め定義された電圧レベルへ入出力部１４０の電圧レベルを変換
できる。加えて又は或いは、中間電圧レギュレータは、誘導結合部材を介する伝送を可能
とするように入出力部１４０からのＤＣ入力電圧をＡＣ出力電圧へ変換するためのＤＣ／
ＡＣ変換器を含むことができる。中間電圧レギュレータは、送受信回路１５５に含まれて
もよい。
【００７３】
　本発明に従う他の実施形態において、非接触プラグコネクタ１００は、両方向へ電力を
伝送できてもよい。この目的のために、非接触プラグコネクタ１００と対応する相手コネ
クタは、各々電力が入出力部１４０を介して受信されたか又は誘導結合部材を介して受信
されたかを検出するための検出器を含む。
【００７４】
　本発明の他のより詳細な実施形態によれば、非接触プラグコネクタは、所定量の電力の
受信によって、予め定義された情報、例えば状態情報や初期化情報を起動するように構成
される。より詳細には、非接触プラグコネクタ１００が誘導結合部材を介して予め定義さ
れた量の電力の受信を検出すると、受信された電力が送受信回路１５５へ供給され、それ
によって、アンテナ部材１１０又は１２０を介して予め定義された情報の対応する相手コ
ネクタへの送信又はその逆が開始される。それによって、固定状態が、対応する相手コネ
クタや非接触プラグコネクタ１００によって検出されることができる。好ましくは、予め
定義された情報の送信は、その接続の高速起動を可能とするために短時間である。
【００７５】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態によれば、非接触プラグコネクタ１００
は、ラジアルコネクタとして提供される。この目的のために、非接触プラグコネクタ１０
０の嵌合端は、図１（Ｂ）に示されるように丸い横断面を備える。更に、固定部材は、非
接触プラグコネクタが対応する相手コネクタへ回転された状態で固定されることができる
ように構成される。
【００７６】
　任意の回転状態に固定された時に、非接触プラグコネクタが電波を対応する相手コネク
タへ送信や電波を対応する相手コネクタから受信できるために、少なくとも１個のアンテ
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ナ部材１１０又は１２０は、円偏波を有する電波を送信や受信するように構成される。
【００７７】
　更に、回転状態に固定された時に、非接触プラグコネクタ１００が電力を対応する相手
コネクタへ送信や電力を対応する相手コネクタから受信できるために、コイル１２５及び
任意のフェライト部材１３０は、非接触プラグコネクタ１００の嵌合端の非接触周囲の嵌
合端の中心に１個の磁極（例えば、Ｎ極）を提供するように円形に配置される。
【００７８】
　一例に従うと、非接触プラグコネクタ１００の一方のアンテナ部材１１０又は１２０は
左回り円偏波電波を送信や受信でき、非接触プラグコネクタ１００の他方のアンテナ１２
０又は１１０は右回り円偏波電波を送信や受信できる。少なくとも一方のアンテナ部材１
１０又は１２０に関するより詳細な例は、図２乃至図５に対応する詳細な実施形態に関し
て与えられる。
【００７９】
　アンテナ部材１１０や１２０及び送受信回路１５５を実装するための異なる可能性があ
る。まず、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示されるように、アンテナ部材１１０や１２０は
送受信回路１５５の給電部へ電気的に接続される。或いは、アンテナ部材１１０や１２０
及び送受信回路１５５はモジュールとして具現化されてもよい。他の選択肢に従って、円
偏波の電磁波を送信するためや受信するためのアンテナ部材１１０や１２０は、非偏波又
は線形偏波電磁接続部を介して送受信回路１５５へ接続されてもよい。この代替の具現化
では、アンテナ部材１１０や１２０は、送受信回路１５５からの非偏波又は線形偏波の電
波を受信しそれを円偏波の電波へ変換し、その逆も同様である部材として理解されること
ができる。
【００８０】
　ここで図２（Ａ）及び図２（Ｂ）を参照すると、本発明の例示的実施形態の非接触プラ
グコネクタ２００が固定状態の対応する相手コネクタ２６０と共に示されている。
【００８１】
　図２（Ａ）は、相手コネクタ２６０と共に本発明の例示的実施形態の非接触プラグコネ
クタ２００を示す断面図である。更に、図２（Ｂ）は、Ａ－Ａ線に沿う図２（Ａ）の非接
触プラグコネクタの横断面を示す。
【００８２】
　図２（Ａ）及び図２（Ｂ）の非接触プラグコネクタは、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非
接触プラグコネクタに基づいており、対応する部品には、対応する参照番号及び用語が与
えられる。対応する部品の詳細な記述は簡潔のために省略された。
【００８３】
　図２（Ａ）及び図２（Ｂ）に示される詳細な実施形態の非接触プラグコネクタ２００は
、第１のアンテナ部材２１０と第２のアンテナ部材２２０を含む。更に、非接触プラグコ
ネクタ２００は、第１のアンテナ部材２１０と第２のアンテナ部材２２０が取り付けられ
る印刷回路基板２０５を含む。印刷回路基板２０５は、非接触プラグコネクタ２００内に
その嵌合端に近接して配置される。
【００８４】
　詳細には、本実施形態の第１のアンテナ部材２１０は第１の所定の搬送周波数（ｆ１）
を有する電波を送信するように構成され、且つ、本実施形態の第２のアンテナ部材２２０
は第２の所定の搬送周波数（ｆ２）で変調された電波を受信するように構成される。
【００８５】
　更に、非接触プラグコネクタ２００は、第１のアンテナ部材２１０と第２のアンテナ部
材２２０に接続された送受信回路、及びベースバンド入力信号の入力のため及びベースバ
ンド出力信号の出力のための入出力部を含むが、図２（Ａ）及び図２（Ｂ）には、送受信
回路と入出力部は示されていない。
【００８６】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非接触プラグコネクタ１００と同様に、非接触プラグコネ
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クタ２００は、加えて、対応する相手コネクタ２６０との電磁接続が確立されるように、
相手コネクタ２６０の対応する嵌合端に近接して、非接触プラグコネクタ２００の嵌合端
を固定するための固定部材を含む。より詳細には、固定部材は、距離許容範囲（ｄ1）で
、非接触プラグコネクタ２００の嵌合端を対応する相手コネクタへ固定するように構成さ
れる。固定部材は、非接触プラグコネクタ２００の図示の簡略化のために図２（Ａ）及び
図２（Ｂ）では省略されている。
【００８７】
　非接触プラグコネクタ２００は、加えて、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施形態を参照
して記述されたように、対応する相手コネクタ２６０への電力の送信や対応する相手コネ
クタ２６０からの電力の受信のための誘導結合部材を含むことができる。簡潔のために、
誘導結合部材の記述は本実施形態では省略された。
【００８８】
　送信動作については、ベースバンド入力信号は、入出力部を介して非接触プラグコネク
タ２００の送受信回路へ入力される。送受信回路はベースバンド入力信号を第１の所定の
搬送周波数（ｆ１）に変調する。その後、送受信回路は変調された入力信号を第１の所定
の搬送周波数（ｆ１）の電波として放射するように変調された入力信号を第１のアンテナ
部材２１０へ出力する。
【００８９】
　同様に、受信動作については、非接触プラグコネクタ２００の送受信回路は、第２のア
ンテナ部材１２０を介して第２の所定の搬送周波数（ｆ２）の電波を受信する。その後、
送受信回路は受信された電波を復調し、その復調された電波をベースバンド出力信号とし
て入出力部へ出力する。
【００９０】
　従って、送受信回路は、入力されたベースバンド入力信号を第１の所定の搬送周波数（
ｆ１）へ変調し、変調されたベースバンド入力信号を第１のアンテナ部材２１０を介して
送信し、且つ第２のアンテナ部材２２０を介して受信された第２の所定の搬送周波数（ｆ

２）を有する電波をベースバンド出力信号へ復調するように構成される。
【００９１】
　有利なことに、送信動作のために第１の所定の搬送周波数（ｆ１）を利用し且つ受信動
作のために第２の所定の搬送周波数（ｆ２）（第１の所定の搬送周波数（ｆ１）とは異な
っている）を利用する非接触プラグコネクタによって、２個のアンテナ部材を介して両者
間での干渉を生じることなく同時送信動作が可能とされる。
【００９２】
　第１の所定の搬送周波数と第２の所定の搬送周波数は、非接触プラグコネクタ２００に
対して予め構成されてもよいし、或いは入力、例えば、入出力部に含まれるスイッチやソ
フトウエアインターフェースを介してユーザによって構成されてもよい。或いは、第１の
所定の搬送周波数と第２の所定の搬送周波数は、初期化中に、非接触プラグコネクタ２０
０と対応する相手プラグコネクタに共通する所定の搬送周波数で変調された、予め定義さ
れた情報、例えば状態情報や初期化情報を伝送する非接触プラグコネクタによって構成さ
れてもよい。
【００９３】
　より詳細な実施形態では、第１の所定の搬送周波数と第２の所定の搬送周波数は、図１
（Ａ）及び図１（Ｂ）に示されるように、誘導結合部材を含む非接触プラグコネクタ２０
０が固定状態において対応する相手コネクタ２６０へ電力を送信するか又は対応する相手
コネクタ２６０から電力を受信するかに依存して構成されてもよい。
【００９４】
　他の詳細な実施形態では、非接触プラグコネクタ２００は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）
の実施形態で述べられたように、誘導結合部材と検出器を含むことで両方向への電力の伝
送を可能にするように構成される。次に、第１の所定の搬送周波数と第２の所定の搬送周
波数は、電力が入出力部を介して受信されたこと又はそれが誘導結合部材を介して受信さ
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れたことを非接触プラグコネクタ２００の検出器が検出することに依存して構成されるこ
とができる。
【００９５】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態と同様に、非接触プラグコネクタ２００
の固定部材は、非接触プラグコネクタ２００が回転された状態において対応する相手コネ
クタ２６０へ固定されることができるように構成されることができる。
【００９６】
　任意の回転状態に固定された時に、非接触プラグコネクタ１００が対応する相手コネク
タへ電波を送信や対応する相手コネクから電波を受信することができるように、第１のア
ンテナ部材２１０と第２のアンテナ部材２２０は、円偏波を有する電波を送信や受信する
ように構成される。図２（Ｂ）に示される例示的具現化に従って、第１のアンテナ部材２
１０は右回り円偏波の電波を送信や受信するように構成され、第２のアンテナ部材２２０
は左回り円偏波の電波を受信や伝送するように構成される。特定のタイプの円偏波にもか
かわらず、非接触プラグコネクタ２００のアンテナ部材２１０又は２２０は、電磁接続を
確立するために、相手プラグコネクタ２７５の対応するアンテナ部材２６５又は２７０の
円偏波のタイプと同じであるタイプの円偏波を介して送信や受信するように構成される。
【００９７】
　更に、任意の回転状態に固定された時に、非接触プラグコネクタ２００が電力を対応す
る相手コネクタへ送信や電力を対応する相手コネクタから受信することができるために、
任意の誘導結合部材が、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施形態で記述されたように、特定
の構成を必要としてもよい。
【００９８】
　ここで、図３（Ａ）及び図３（Ｂ）を参照すると、本発明の他の例示的実施形態に係る
非接触プラグコネクタ３００が、固定状態において対応する相手コネクタ３６０と共に示
されている。
【００９９】
　図３（Ａ）は本発明の例示的実施形態の非接触プラグコネクタ３００並びに相手コネク
タ３６０の断面図である。更に、図３（Ｂ）はＡ－Ａ線に沿う図２（Ａ）の非接触プラグ
コネクタの横断面を示す。
【０１００】
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）の非接触プラグコネクタは、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非
接触プラグコネクタに基づいており、対応する部品は対応する参照番号及び用語が与えら
れる。対応する部品の詳細な記述は簡潔のために省略された。
【０１０１】
　図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示される詳細な実施形態の非接触プラグコネクタ３００は
、単一のアンテナ部材３１０を含む。更に、非接触プラグコネクタ３００は、アンテナ部
材３１０が取り付けられる印刷回路基板３０５を含む。この印刷回路基板３０５は、その
嵌合端に近接して非接触プラグコネクタ３００内に配置される。
【０１０２】
　加えて、非接触プラグコネクタ２００は、アンテナ部材３１０に接続される送受信回路
と、ベースバンド入力信号の入力のため及びベースバンド出力信号の出力のための入出力
部とを含むが、これらの送受信回路と入出力部は図３（Ａ）及び図３（Ｂ）には示されて
いない。
【０１０３】
　本実施形態の非接触プラグコネクタ３００は、所定の搬送周波数を有する電波を交互に
送信及び受信するように構成される。このために、送受信回路は、択一的に、（ｉ）ベー
スバンド入力信号を変調し、それをアンテナ部材３１０へ送信する、又は（ｉｉ）アンテ
ナ部材３１０から所定の搬送周波数を有する電波を受信し、それを復調するように構成さ
れる。
【０１０４】
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　特に、第１の期間において、即ち、ステップ（ｉ）として、送受信回路は、入出力部を
介して受信され且つ入力されたベースバンド入力信号を所定の搬送周波数に変調し、その
変調されたベースバンド入力信号を少なくとも１個のアンテナ部材のうちの１個のアンテ
ナ部材を介して伝送する。第２の期間において、即ち、ステップ（ｉｉ）として、送受信
回路は、アンテナ部材３１０を介して受信された電波をベースバンド出力信号へ復調して
、そのベースバンド出力信号を入出力部へ出力する。
【０１０５】
　具体的には、非接触プラグコネクタ３００は、予め定義されたタイムスケジュールを有
するように構成される。そのタイムスケジュールに従って、送受信回路は、択一的に、（
ｉ）変調と送信動作、又は（ｉｉ）受信と復調動作を実行する。従って、送受信回路は、
送信動作と受信動作との間で切り替わり、二つの動作間の干渉を回避する。
【０１０６】
　タイムスケジュールの第１の期間と第２の期間は、予め構成されてもよいし、又はユー
ザによって時間信号に対する入力、例えば入出力部に含まれるスイッチやソフトウエアイ
ンターフェースを介して構成されてもよい。時間信号は、ステップ（ｉ）が繰り返される
レートを定義する。或いは、タイムスケジュールの第１の期間と第２の期間は、非接触プ
ラグコネクタ３００と対応する相手プラグコネクタ３６０に共通の所定の搬送周波数で変
調された、予め定義された情報、例えば状態情報や初期化情報を伝送する非接触プラグコ
ンタクトによって初期化中に構成されてもよい。
【０１０７】
　特に、この実施形態に係る送信動作や受信動作の成功のために、非接触プラグコネクタ
３００と対応する相手プラグコネクタ３６０は時間に関して同期されなければならない。
特に、同期された時間は非接触プラグコネクタ３００による及び相手プラグコネクタ３６
０による同時送信動作が回避される状態を指す。同期された時間は非接触プラグコネクタ
３００に対する及び対応する相手プラグコネクタ３６０に対する同じ時間信号を必要とす
るわけではない。更に時間信号は、送信動作に関連して定義されてもよい、即ち、非接触
プラグコネクタ３００は、対応する相手コネクタ３６０による送信の開始に対応してその
受信動作を再整合する。しかしながら、これには非接触プラグコネクタ３００と対応する
相手プラグコネクタ３６０が同じ第１の期間と第２の期間を有するように構成されること
が必要である。
【０１０８】
　より詳細な実施形態では、第１の期間と第２の期間は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）で記
述されるように誘導結合部材を含む非接触プラグコネクタ３００が固定状態において対応
する相手コネクタ３６０へ電力を送信するように構成されるか又はその対応する相手コネ
クタ３６０から電力を受信するように構成されるかに依存して構成されることができる。
【０１０９】
　他の詳細な実施形態では、非接触プラグコネクタ３００は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）
の実施形態において記述されたように、誘導結合部材を含むことによって両方向へ電力を
伝送できるように構成される。次に、第１の期間と第２の期間は、非接触プラグコネクタ
３００の検出器が入出力部を介して電力が受信されたことを検出したか、誘導結合部材を
介して電力が受信されたことを検出したかに依存して構成されてもよい。
【０１１０】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非接触プラグコネクタ１００と同様に、非接触プラグコネ
クタ３００は、加えて、対応する相手コネクタ３６０との電磁接続が確立されるように相
手コネクタ３６０の対応する嵌合端に近接して非接触プラグコネクタ３００の嵌合端を固
定するための固定部材を含む。より詳細には、固定部材は距離許容範囲（ｄ1）を持って
非接触プラグコネクタ３００の嵌合端を相手コネクタ３６０に固定するように構成される
。固定部材は、非接触プラグコネクタ３００の図示の簡略化のために図３（Ａ）及び図３
（Ｂ）では省略されている。
【０１１１】
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　非接触プラグコネクタ３００は、加えて、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施形態を参照
して記述されたように、対応する相手コネクタ３６０への電力の送信や対応する相手コネ
クタ２６０からの電力の受信のための誘導結合部材を含むことができる。簡潔のために、
誘導結合部材の記述は本実施形態では省略された。
【０１１２】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態と同様に、非接触プラグコネクタ３００
の固定部材は、非接触プラグコネクタ３００が回転された状態において対応する相手コネ
クタ３６０に固定されることができるように構成される。
【０１１３】
　任意の回転状態において固定された時に、非接触プラグコネクタ３００が対応する相手
コネクタへ電波を送信することができる又はその相手コネクタから電波を受信することが
できるために、アンテナ部材３１０が、円偏波を有する電波を送信や受信するように構成
される。図３（Ｂ）に示される例示的具現化によれば、アンテナ部材３１０は、右回り円
偏波の電波を送信するように構成され、且つ右回り円偏波の電波を受信するように構成さ
れる或いは逆に構成される。
【０１１４】
　更に、任意の回転状態において固定された時に、非接触プラグコネクタ３００が対応す
る相手コネクタへ電力を送信することができる又はその相手コネクタから電力を受信する
ことができるために、任意の誘導結合部材が、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施形態で記
述されたように特定の構成を必要としてもよい。
【０１１５】
　ここで図４を参照すると、本発明の他の例示的実施形態に係る非接触プラグコネクタ４
００が固定状態において対応する相手コネクタ４６０と共に示されている。
【０１１６】
　図４（Ａ）は、本発明の例示的実施形態の非接触プラグコネクタ４００並びに相手コネ
クタの断面図である。更に、図４（Ｂ）は、Ａ－Ａ線に沿う図４（Ａ）の非接触プラグコ
ネクタの横断面を示す。図４（Ｃ）は、本発明の例示的実施形態の非接触プラグコネクタ
４００並びに異なるように回転された相手コネクタの断面図である。更に、図４（Ｂ）は
、Ａ－Ａ線に沿う図４（Ａ）の非接触プラグコネクタの横断面を示す。
【０１１７】
　図４の非接触プラグコネクタ４００は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非接触プラグコネ
クタに基づいており、そこでは、対応する部品は対応する参照番号及び用語が与えられる
。対応する部品の詳細な記述は簡潔のために省略された。
【０１１８】
　図４に示される詳細な実施形態の非接触プラグコネクタ４００は、第１のアンテナ部材
４１０と第２のアンテナ部材４２０を含む。更に、非接触プラグコネクタ４００は、第１
のアンテナ部材４１０と第２のアンテナ部材４２０が取り付けられる印刷回路基板４０５
を含む。この印刷回路基板４０５は、非接触プラグコネクタ４００内にその嵌合端に近接
して配置される。
【０１１９】
　特に、非接触プラグコネクタ４００の印刷回路基板４０５は、対応する相手コネクタ４
６０の印刷回路基板４７５と整列して図４（Ａ）及び図４（Ｂ）に示されている、即ち、
印刷回路基板４０５と印刷回路基板４７５は同じ平面上にある。図４（Ｃ）及び図４（Ｄ
）において、非接触プラグコネクタ４００の印刷回路基板４０５は、対応する相手コネク
タ４６０の印刷回路基板４７５に直交する配置に示されている、即ち、印刷回路基板４０
５によって画定される平面と印刷回路基板４７５によって画定される平面が直交している
。
【０１２０】
　この実施形態では、第１のアンテナ部材４１０と第２のアンテナ部材４２０は非接触プ
ラグコネクタ４００の嵌合端内に印刷回路基板４０５の両側に取付けられている。第１の
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アンテナ部材４１０と第２のアンテナ部材４２０の印刷回路基板４０５の両側への取付け
を可能とする（即ち、２個のアンテナ部材の各々に対して十分な空間を提供する）ために
、印刷回路基板４２０を非接触プラグコネクタ４００の外側遮蔽部材（即ち、図１（Ａ）
及び図１（Ｂ）の部材１４５）や封止部材（即ち、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の部材１５
０）に直接接触するように配置することは不可能である。
【０１２１】
　換言すれば、印刷回路基板４０５は、非接触プラグコネクタ４００の嵌合端の横断面を
２個のセグメントに細分割するように、非接触プラグコネクタ４００内に長手方向へ配置
される。例えば、非接触プラグコネクタ４００の嵌合端が丸い横断面である場合、印刷回
路基板４０５は、その横断面を２個の半円に細分割してもよく、各半円はセグメントに対
応する。
【０１２２】
　非接触プラグコネクタ４００の嵌合端の横断面のセグメントの定義では、２個のセグメ
ントの一方が第１のアンテナ部材４１０を含み、２個のセグメントの他方は第２のアンテ
ナ部材４２０を含む。本実施形態の第１のアンテナ部材４１０は第１の所定の搬送周波数
を有する電波を送信するように構成され、且つ本実施形態の第１のアンテナ部材４２０は
第１の所定の搬送周波数を有する電波を受信するように構成される。
【０１２３】
　更に、非接触プラグコネクタ４００は、第１のアンテナ部材４１０と第２のアンテナ部
材４２０に接続された送受信回路、及びベースバンド入力信号の入力のため及びベースバ
ンド出力信号の出力のための入出力部を含むが、図４には、送受信回路と入出力部は示さ
れていない。
【０１２４】
　送信動作については、ベースバンド入力信号は、入出力部を介して非接触プラグコネク
タ４００の送受信回路へ入力される。送受信回路は、ベースバンド入力信号を第１の所定
の搬送周波数に変調する。その後、送受信回路は、変調された入力信号を第１の所定の搬
送周波数の電波として放射するように変調された入力信号を第１のアンテナ部材４１０へ
出力する。
【０１２５】
　同様に、受信動作については、非接触プラグコネクタ４００の送受信回路は、第２のア
ンテナ部材４２０を介して第１の所定の搬送周波数の電波を受信する。その後、送受信回
路は、受信された電波を復調し、その復調された電波をベースバンド出力信号として入出
力部へ出力する。
【０１２６】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非接触プラグコネクタ１００と同様に、非接触プラグコネ
クタ４００は、加えて、対応する相手コネクタ４６０との電磁接続が確立されるように、
相手コネクタ４６０の対応する嵌合端に近接して、非接触プラグコネクタ４００の嵌合端
を固定するための固定部材を含む。より詳細には、固定部材は、距離許容範囲（ｄ1）で
、非接触プラグコネクタ４００の嵌合端を対応する相手コネクタへ固定するように構成さ
れる。固定部材は、非接触プラグコネクタ４００の図示の簡略化のために図４では省略さ
れている。
【０１２７】
　非接触プラグコネクタ４００は、加えて、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施形態を参照
して記述されたように、対応する相手コネクタ４６０への電力の送信や対応する相手コネ
クタ４６０からの電力の受信のための誘導結合部材を含むことができる。簡潔のために、
誘導結合部材の記述は本実施形態では省略された。
【０１２８】
　図４に示されるように、印刷回路基板４０５は、第１のアンテナ部材４１０と第２のア
ンテナ部材４２０が両側に取り付けられる印刷回路基板４０５のエリアに接地平面４１５
を実現する層を含む。換言すれば、印刷回路基板４０５の内層は、第１のアンテナ部材４
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１０と第２のアンテナ部材４２０が非接触プラグコネクタの印刷回路基板４０５に取り付
けられる領域に、連続的接地平面４１５を提供する。接地平面４１５は導電性である。
【０１２９】
　印刷回路基板４０５の接地平面４１５は第１のアンテナ部材４１０を第２のアンテナ部
材４２０から遮蔽し、その逆も同様である。特に、送信動作中に、第１のアンテナ部材は
、第１の所定の搬送周波数の電波を放射する。その電波は、第１のアンテナ部材４１０に
よって主に非接触プラグコネクタ４００の嵌合端の方向へ放射される。しかしながら、第
１のアンテナ部材４１０は、その電波の一部を第２のアンテナ部材４２０の方向へ放射し
てもよい。
【０１３０】
　電波が第１のアンテナ部材４１０によって第２のアンテナ部材４２０の方向へ放射され
る理由が複数ある。第１に、第１のアンテナ部材の実装は、電波が全ての他の方向へ、即
ち、第２のアンテナ部材の方向へ放射されるようにある程度の指向性を可能にするだけで
もよい。第２に、非接触プラグコネクタ４００の嵌合端内で第１のアンテナ部材４１０の
周囲の他の部材の配置は、放射された電波の少なくとも一部を第２のアンテナ部材４２０
の方向へ反射してもよい。
【０１３１】
　特に、第１のアンテナ部材４１０と第２のアンテナ部材４２０との間の短い距離（少な
くとも印刷回路基板４０５の厚み）に起因して、第２のアンテナ部材４２０の受信感度が
悪化する。
【０１３２】
　これに関して、第１のアンテナ部材４１０を第２のアンテナ部材４２０から遮蔽する印
刷回路基板４０５の接地平面４１５は、第１のアンテナ部材４１０と第２のアンテナ部材
４２０との間の干渉を低減し、その逆も同様である。
【０１３３】
　他の詳細な実施形態では、非接触プラグコネクタ４００は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）
の実施形態で述べられたように、誘導結合部材と検出器を含むことで両方向への電力の伝
送を可能にするように構成される。次に、第１の所定の搬送周波数と第２の所定の搬送周
波数は、電力が入出力部を介して受信されること又はそれが誘導結合部材を介して受信さ
れることを非接触プラグコネクタ２００の検出器が検出することに依存して構成されるこ
とができる。
【０１３４】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施形態と同様に、非接触プラグコネクタ４００の固定部
材は、非接触プラグコネクタ４００が回転された状態において対応する相手コネクタ４６
０へ固定されることができるように構成される。
【０１３５】
　任意に回転された状態で固定される時、非接触プラグコネクタ１００が電波を対応する
相手コネクタへ送信することや電波を対応する相手コネクタから受信することができるた
めに、第１のアンテナ部材４１０と第２のアンテナ部材４２０は、円偏波を有する電波を
送信や受信するように構成される。図４（Ｂ）及び図４（Ｄ）に示される例示的具現化に
従って、第１のアンテナ部材４１０は右回り円偏波の電波を送信や受信するように構成さ
れ、且つ第２のアンテナ部材４２０は左回り円偏波の電波を受信や伝送するように構成さ
れる。特定のタイプの円偏波にもかかわらず、非接触プラグコネクタ４００のアンテナ部
材４１０又は４２０は、電磁接続を確立するために、相手プラグコネクタ４７５の対応す
るアンテナ部材４６５又は４７０の円偏波のタイプと同じタイプの円偏波を介して送信や
受信するように構成される。
【０１３６】
　更に、任意の回転状態に固定された時に、非接触プラグコネクタ４００が対応する相手
コネクタ４６０へ電力を送信することや対応する相手コネクタ４６０から電力を受信する
ことができるために、任意の誘導結合部材が図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施形態で記述
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されたように、特定の構成を必要としてもよい。
【０１３７】
　ここで、図５（Ａ）及び図５（Ｂ）を参照すると、本発明の例示的実施形態に従う非接
触プラグコネクタ５００が固定状態において対応する相手コネクタ５６０と共に示されて
いる。
【０１３８】
　図５（Ａ）は、本発明の例示的実施形態の非接触プラグコネクタ５００並びに相手コネ
クタ５６０の断面図である。更に、図５（Ｂ）はＡ－Ａ線に沿う図５（Ａ）の非接触プラ
グコネクタ５００の横断面を示す。
【０１３９】
　図５（Ａ）及び図５（Ｂ）の非接触プラグコネクタは、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非
接触プラグコネクタに基づいており、対応する部品は対応する参照番号及び用語が与えら
れる。対応する部品の詳細な記述は簡潔のために省略された。
【０１４０】
　図５（Ａ）及び図５（Ｂ）に示される詳細な実施形態の非接触プラグコネクタ５００は
、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０を含む。更に、非接触プラグコ
ネクタ５００は、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０が取り付けられ
る印刷回路基板５０５を含む。印刷回路基板５０５は、非接触プラグコネクタ５００内の
その嵌合端に近接して配置される。
【０１４１】
　この実施形態において、印刷回路基板５０５は、その印刷回路基板５０５の一部によっ
て画定される平面が非接触プラグコネクタの嵌合端の前面に略平行であるように非接触プ
ラグコネクタ５００内に配置され、少なくとも１個のアンテナ部材の第１のアンテナ部材
と第２のアンテナ部材は、ＰＣＢの一部上の第２の予め定義された距離（ｄ2）に取り付
けられる。
【０１４２】
　換言すれば、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０を取付ける印刷回
路基板５０５の一部は、非接触プラグコネクタ５００の嵌合端内に前面に対して整列する
。特に、印刷回路基板５０５の一部は、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材
５２０を非接触プラグコネクタ５００の嵌合端の前面から等距離に配置することを可能と
する。
【０１４３】
　更に、非接触プラグコネクタ５００は、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部
材５２０に接続された送受信回路、及びベースバンド入力信号の入力のため及びベースバ
ンド出力信号の出力のための入出力部を含むが、図５（Ａ）及び図５（Ｂ）には、送受信
回路と入出力部は示されていない。
【０１４４】
　送信動作については、ベースバンド入力信号は、入出力部を介して非接触プラグコネク
タ５００の送受信回路へ入力される。送受信回路は、ベースバンド入力信号を第１の所定
の搬送周波数に変調する。その後、送受信回路は、変調された入力信号を第１の所定の搬
送周波数の電波として放射するように変調された入力信号を第１のアンテナ部材５１０へ
出力する。
【０１４５】
　同様に、受信動作については、非接触プラグコネクタ５００の送受信回路は、第２のア
ンテナ部材５２０を介して第１の所定の搬送周波数の電波を受信する。その後、送受信回
路は、受信された電波を復調し、その復調された電波をベースバンド出力信号として入出
力部へ出力する。
【０１４６】
　有利なことに、非接触プラグコネクタ５００の嵌合端内の印刷回路基板５０５の配置に
よって第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０の実装が可能となり、電波
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が、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０の頂部からの伝送やそれらの
頂部での受信が行われる。第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０の実装
は、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０のハウジング内に回路を集積
する場合に有利である。特に、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０の
この実装は、第１のアンテナ部材５１０や第２のアンテナ部材５２０内に送受信回路の機
能性の統合を可能とする。
【０１４７】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の非接触プラグコネクタ１００と同様に、非接触プラグコネ
クタ５００は、加えて、対応する相手コネクタ５６０との電磁接続が確立されることがで
きるように、相手コネクタ５６０の対応する嵌合端に近接して、非接触プラグコネクタ５
００の嵌合端を固定するための固定部材を含む。より詳細には、固定部材は距離許容範囲
（ｄ1）で、非接触プラグコネクタ５００の嵌合端を対応する相手コネクタへ固定するよ
うに構成される。固定部材は、非接触プラグコネクタ５００の図示の簡略化のために図５
（Ａ）及び図５（Ｂ）では省略されている。
【０１４８】
　非接触プラグコネクタ５００は、加えて、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施形態を参照
して記述されたように、対応する相手コネクタ５６０への電力の送信や対応する相手コネ
クタ５６０からの電力の受信のための誘導結合部材を含むことができる。簡潔のために、
誘導結合部材の記述は本実施形態では省略された。
【０１４９】
　他の詳細な実施形態では、非接触プラグコネクタ５００は、図１（Ａ）及び図１（Ｂ）
の実施形態で述べられたように、誘導結合部材と検出器を含むことで両方向への電力の伝
送を可能にするように構成される。次に、第１の所定の搬送周波数と第２の所定の搬送周
波数は、電力が入出力部を介して受信されたこと又はそれが誘導結合部材を介して受信さ
れたことを非接触プラグコネクタ５００の検出器が検出することに依存して構成されるこ
とができる。
【０１５０】
　図１（Ａ）及び図１（Ｂ）に示される実施形態と同様に、非接触プラグコネクタ５００
の固定部材は、非接触プラグコネクタ５００が回転された状態において対応する相手コネ
クタ５６０へ固定されることができるように構成されることができる。
【０１５１】
　任意の回転状態に固定された時に、非接触プラグコネクタ５００が対応する相手コネク
タへ電波を送信することや非接触プラグコネクタ５００が対応する相手コネクから電波を
受信することができるように、第１のアンテナ部材５１０と第２のアンテナ部材５２０は
円偏波を有する電波の送信や円偏波を有する電波の受信をするように構成される。例示的
具現化に従って、第１のアンテナ部材５１０は右回り円偏波の電波を送信や受信するよう
に構成され、第２のアンテナ部材５２０は左回り円偏波の電波を受信や送信するように構
成される。特定のタイプの円偏波にもかかわらず、非接触プラグコネクタ５００のアンテ
ナ部材５１０又は５２０は、電磁接続を確立するために、相手プラグコネクタ５７５の対
応するアンテナ部材５６５又は５７０の円偏波のタイプと同じであるタイプの円偏波を介
して送信や受信するように構成される。
【０１５２】
　更に、任意の回転状態において固定された時に非接触プラグコネクタ５００が対応する
相手コネクタ５６０へ電力を送信することができる又はその相手コネクタ５６０から電力
を受信することができるために、任意の誘導結合部材が図１（Ａ）及び図１（Ｂ）の実施
形態で記述されたように特定の構成を必要としてもよい。
【０１５３】
　一般的に、相手コネクタ２６０，３６０，４６０，５６０は双方向電磁接続を許容する
ように非接触プラグコネクタと同様な方法で実現されることができることが容易に理解さ
れることができる。特に、相手コネクタは、少なくとも１個のアンテナ部材２６５，３６
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５，４６５，５６５及び２７０，４７０，５７０、印刷回路基板２７５，３７５，４７５
，５７５、相互の固定部材、及び対応する機能性を有し本発明の上述の実施形態の非接触
プラグコネクタに関して記述された利点を提供する印刷回路基板２７５，３７５，４７５
，５７５内の任意の遮蔽層４８０を含むことができる。
【０１５４】
　上述の本発明の全ての実施形態は、例えば、非接触プラグコネクタと対応する相手コネ
クタとの間のスループットを向上しようとする場合、互いに容易に組み合わされることが
できる。
【０１５５】
　他の実施形態において、本発明の先行する実施形態のいずれかに従う非接触プラグコネ
クタと対応する相手コネクタを備える非接触プラグコネクタシステムが提供され、固定状
態において、非接触プラグコネクタの少なくとも１個のアンテナ部材は、対応する相手コ
ネクタとの電磁接続を可能とするように対応する相手コネクタに所定の距離で固定される
。
【符号の説明】
【０１５６】
１００，２００，３００，４００，５００　非接触プラグコネクタ
１０５，２０５，３０５，４０５，５０５　印刷回路基板（ＰＣＢ）
１１０，２１０，３１０，４１０，５１０　第１のアンテナ部材
１１５，４１５　　　　　　　　　　　　　遮蔽層
１２０，２２０，３２０，４２０，５２０　第２のアンテナ部材
１２５　　　　　　　　　　　　　　　　　コイル
１３０　　　　　　　　　　　　　　　　　フェライト部材
１３５　　　　　　　　　　　　　　　　　固定部材
１４０　　　　　　　　　　　　　　　　　入出力部
１４５　　　　　　　　　　　　　　　　　遮蔽部材
１５０　　　　　　　　　　　　　　　　　封止部材
１５５　　　　　　　　　　　　　　　　　送受信回路
２６０，３６０，４６０，５６０　　　　　相手コネクタ
２６５，３６５，４６５，５６３　　　　　相手コネクタの第１のアンテナ部材
２７０，４７０，５７０　　　　　　　　　相手コネクタの第２のアンテナ部材
２７５，３７５，４７５，５７５　　　　　相手コネクタの印刷回路基板
４８０　　　　　　　　　　　　　　　　　相手コネクタの遮蔽層
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